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ここでは新規入村者情報を掲載して
います。更新者情報はホームページ
上に掲載、または会員様ページへロ
グインすると「更新期限付きの村人検
索」や「ふみ友リスト」をご利用いた
だけます。
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流れ星さん
信玄通り 3番地 2018年8月31日まで

女性
50代

クッション作り

再入会しました。流れ星です。犬とディズニーが好きな私でいつも
犬友・D友が出来たら良いなと思ってます。2011年8月から姑と同
居中で色々とあって、精神的ストレスが。ストレス発散には、大好
きな愛犬と散歩したりディズニーに行く事。時にはグチる事が出来
る友と言える方と長～い付き合いをしたいナと思ってます。なお、
子供はいません。よろしくお願いします。

なつこさん
ピーナッツ通り 164番地 2019年6月15日まで

女性
30代

文通、食べる事、料理、スポーツ観戦、カフェ、ラ
ジオ体操、歩く、

文通のやり取り開店休業中でしたが、やり取りすること
で友達を近くに感じられる喜びを思い出し、また再開な
う。お手紙、お返事遅くなりましたが只今執筆中ですの
でお待ちください（笑）

みっすさん
お江戸通り 449番地 2018年11月30日まで

女性
40代

お散歩、読書、美術館・博物館巡り

夫婦二人暮らしです。主人の転勤で新しい土地での生活がスター
トし2年目です。お陰で新しいことにチャレンジする楽しさをしりま
した。知らない場所のお散歩や、図書館で本を借りて初めてパン
を作ってみたり。文通も初めてですが、美術展で買ったポストカー
ドを送る相手がいたらなと思っていたので登録してみました。

なおさん
どんたく通り 125番地 2018年11月30日まで

女性
30代

観光、映画、社交ダンス

はじめまして。 日々のちょっとしたことを交流したくて文通を始め
ます。 私はかまってちゃんなので、 文通相手は、面倒見がいい人
か、 一緒に楽しんでくれる人がいいです。 文通を楽しんで続けて
いこうと思っているので、よろしくお願いします。

綿さん
お江戸通り 452番地 2018年11月30日まで

女性
20代

旅行、お出かけ

世間話や、他愛のない話をしていけたらなと思います。
まったりとゆるくお話ししたいです。

sahoさん
なにわ通り 231番地 2019年2月28日まで

女性
30代

読書、音楽、紙もの、御朱印、スタンプ、ペーパー
クイリング

初めまして。久しぶりに文通をしたくなり、登録しました。今年結
婚して主人と2人暮らしです。会社員で平日は仕事ばかりしていま
す。読者はジャンル問わず色々読みます。字を書くのは好きです
がキレイではありません。でも丁寧に書きます！返事は合いそう
だと思ったら必ず書きます！色んな方と仲良くしたいです。よろし
くお願いします！！

みちるさん
なにわ通り 232番地 2018年11月30日まで

女性
20代

短歌,音楽鑑賞,ゲーム(A3!,刀剣乱舞),ボディメイクや美容・
健康について,雑貨屋巡り

趣味欄の通り、好きなものはつまみ食い派。どれも極めてはいな
いけど日々を彩るエッセンスとして大切にしています。同じ趣味を
お持ちの方もそうでない方も、他愛無い日常や好きなもののお話
を通してお互いほっこり前向きになれるような交流ができたら嬉し
いです。ただ、最近の関心事は「今後おひとりさまライフをいかに
充実させるか」なので、既婚の方はお話が合いにくいかもしれませ
ん。

スノーさん
古都みやび通り 91番地 2018年11月30日まで

女性
30代

音楽鑑賞　インターネット　カフェ巡り　

初めまして、同じ趣味のある方と文通を通して話題を共有できたら
と思い、新規入村しました。音楽鑑賞が趣味なので、ライブにも
足を運んでいます。個人的には秦基博さんのデビュー当時からの
ファンです。一人で街を歩くのも好きで、休憩にカフェでまったり
するのがすきです。こんな私ですが、よろしければお手紙待って
います。
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スノーベルさん
六甲通り 155番地 2018年11月30日まで

女性
40代

海外ドラマ(韓国・アメリカ)、映画鑑賞、旅行(ご当
地グルメ目当て)

初めまして。メールもいいけど、やはり手紙の方が嬉し
さ倍増です。日々の生活に、喜び・楽しみな事が増えれ
ばいいな〜と思い、入村しました。パート主婦、子供無
しです。よろしくお願いします。

ふじばってんさん
平城京通り 45番地 2018年11月30日まで

男性
60代

読書、ウォーキング

福祉施設で働いています。娘と2人暮らしです。 文通は、高校時
代にしていました。今では淡い想い出です。手書きの手紙は心が
安らかになり好きです。 趣味の読書は、池井戸潤さん、真保裕一
さんの本を好んで読んでいます。面白い本の情報を教えていただ
くとうれしいです。 また、友人が少ないので、文通を通じて多くの
友人ができればと思っています。よろしくお願いいたします。

シナハルさん
お江戸通り 456番地 2018年11月30日まで

女性
40代

KーPOP、韓国語、LIVE、読書

KーPOPが大好きで韓国語にまで興味を持ち今更ですが
教室に通い勉強し出している40代です。時間があれば新
大久保でウロウロ。。 小学生の娘と楽しんでいます！

ちひろさん
なにわ通り 234番地 2019年2月28日まで

女性
20代

ゲーム、絵を描く・見る事、動画・ゲーム実況動画
鑑賞、音楽鑑賞、買い物、特撮etc

一年程前から文通を再開したのですが音信不通になる方が多く寂
しいのでお試し入村させて頂きました。ニチアサ、毎朝一杯の珈
琲を楽しみに生きている社会人です。スマホゲーはシャニライ、ア
ズレンを毎日しています。最近読書にハマっててお薦めの本を教え
て貰えると嬉しいです。よろしくお願いします。

秋野さん
しゃちほこ通り 170番地 2018年11月30日まで

女性
30代

読書(週一冊)日記を書く、文房具(特に筆記具)、買い物に出
かける、水族館や動物園に行く

文通というものに憧れて入会しました。年齢、性別問わず趣味の
話や何気ない話をマイペースに、まったりとしたいと思っています。
最近は手帳にはまっており、手帳術やノート術本を読んだりしてい
ます。万年筆も好きです。どうかよろしくお願いいたします。

まなさん
どさんこ通り 161番地 2018年11月30日まで

女性
30代

読書　映画鑑賞　漫画を描く　小説を書く　ゲーム

物語を読むのも作るのも大好きです。本が大好きなので、本好き
の人とお友達になれたら嬉しいです。365日本に触れない日があり
ません。 ゲームはFGO、ミリシタ、デレステを中心に幅広く色んな
ゲームに手を出してます。 よろしくお願いします。

おさゆさん
彩の国通り 210番地 2019年2月28日まで

女性
20代

音楽・映画・舞台鑑賞、読書、カラオケ、旅行、シー
ルやマステ集め

はじめまして。平日はOLとして働いています。ずっと関西在住だっ
たのですが、夫の転勤で今年２月に関東へ引っ越してきました。
生活は落ち着いてきたのですが、こちらに友人もいないので、毎
日の生活に楽しみを増やしたくて登録しました。全国の幅広い年齢
の方とやり取りできたら嬉しいです（女性限定でお願いします）。
素敵な出会いがありますように。

ともさん
お江戸通り 458番地 2019年2月28日まで

男性
20代

読書、サッカー、ゲーム、空を見ること、妄想

空っていいですよね。特に今時分なんかは、入道雲がかき氷みた
いにフワッとしてて、郷愁の思いを駆り立てられます。という訳で
空を語れる方、お返事大募集。別に空なんて...という方も、僕が
空のミリキを存分に伝えるのでご安心下さい。古今東西老若男女、
いろんな人と関われるのが文通の魅力だと思うので、下は10歳か
ら、上は80歳まで、門戸を大きく開いてお待ちしております。

こでまりさん
なにわ通り 235番地 2018年11月30日まで

女性
30代

手芸、スケッチ、読書、紙もの集め、トラベラー
ズノート、文房具、水彩、色鉛筆

ハンドメイドや、手紙を書く事、ハーブを育てたりスケッチするの
が趣味です。 お手紙は万年筆で書きます。 ポストカードや一筆箋
での短いお手紙も歓迎します。 紙もの好きですが、 頂くお手紙の
封筒や便箋にはこだわりません。 同じ趣味の方も、そうでない方
も年代問わずどうぞよろしくお願いします。（テレビドラマは見な
いので疎いです(^o^;）

たぶんさん
彩の国通り 211番地 2018年11月30日まで

男性
40代

旅好き/読書/英会話/昼寝/詩歌/離島/はがき/万年
筆/秘湯

じぶんとは違うタイプの人と話すことが好きです。年齢も性別も住
んでいるところも問いません。いろいろな人とお知り合いになれた
ら、それは素敵なことです。みなさんからのお手紙、お待ちして
います。blueblackの万年筆で、お返事を書きます。
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幸猫さん
お江戸通り 459番地 2019年2月28日まで

女性
40代

雑貨、文房具、紙モノ、マステ、猫、カフェ、台
湾、沖縄、KPOP（SHINee）

既婚子なしの会社勤めです。紙モノに目がなく、文字を
書くことと、あまり目的なくフラッとでかけるのが好きで
す。趣味の合う方とのんびり気軽にお手紙のやりとりが
できたら嬉しいです。お手紙お待ちしています！

たにちゃんさん
出雲通り 16番地 2019年2月28日まで

女性
20代

手帳、紙モノハンドメイド、素敵便、mt、コスメ、
アニメ

手書きで書く、そしてポストに届く文通が10代の頃から好きです。
一度文通から遠ざかっていましたが、手帳などを書いていると手書
きでのやりとりがまたしたくなりました☆日常のあれこれ、たわい
のない話、相談など、いろんなことぜひ手紙を通してやりとりした
いです\✡/ご縁がありますように★*ﾟ

さくらさん
日向の国通り 19番地 2018年11月30日まで

女性
20代

漫画、アニメ、バイクツーリング、文房具集め、旅
行

はじめまして。いろんな方とお話してみたいなと思い入村しました。
現在妊活中の25歳です。お互いの趣味の話や日常の話などゆった
りできればいいなと思っています。字を書くこと、美味しいものを
食べること、動物、美容やコスメも大好きです。全国各地にお友
達ができますように…♪よろしくお願いします。

みえさん
六甲通り 156番地 2018年11月30日まで

女性
20代

映画鑑賞、読書、カラオケ

デジタルな時代でも文通をしたくて入村しました^^ 文房
具が好きで、シールやレターセット収集が好きです♪ 韓
国旅行に行くほど韓国好きです

miyaさん
どさんこ通り 162番地 2019年2月28日まで

女性
30代

音楽、漫画、ゲーム、映画鑑賞、野球観戦など

こんにちは。文通初心者ですが、様々な方と繋がりたいと思い入
村しました。 漫画は比較的幅広く読みます。 音楽は聴くよりも演
奏するほうで市民吹奏楽団に所属しています(バスクラリネットで
す♪) 動物も好きで、実家の猫に癒される日々を送っています。 ゲー
ムはモンハン、スプラトゥーンなど。 少しでも共通点ありましたら、
是非よろしくお願いします！

愛欄(あいらん)さん
越中通り 30番地 2019年2月28日まで

女性
30代

文通、雑貨集め、雑貨巡り、 お裾分けファイル作成、 海外
ポストカードにハマリ中☆

はじめまして! 雑貨や文具集めが大好きな32歳です。 文通は私の
日課でもあり、 15年の歴があります。 お手紙書くのも頂くのも、
私の生活には欠かせない、 大好きな日々の１部(*^^*) 素敵な出会
いがありますように! お裾分けファイル等の作成や、 海外ポスカや
シール収集に はまってます♪ 女性の方限定でお願い致しますm(_
_)m

ラベンダーネコさん
ピーナッツ通り 212番地 2019年2月28日まで

女性
40代

読書、美術館巡り、レターセット＆マステ集め、ぐ
でたま

40代前半の主婦で夫と2人暮らしです。本はミステリーや法廷もの
が好みで、絵画はルノワールに魅かれます。好きなことや日々の
ことなどを気軽に綴り、ゆったりとしたペースで、お互いに手紙を
書く時間を楽しみながら交流したいです♪女性限定とさせていただ
きます。

悠季さん
お江戸通り 462番地 2018年11月30日まで

男性
20代

デジタルツール、御朱印めぐり・参拝、街歩き、イ
ンテリア

港区のIT系ベンチャーで働いています。昔からデジタル
ツールやスマートフォンなどでのコミュニケーションが好
きですが、真反対の古典的な文化や参拝も大好きです。

ドリーさん
きりたんぽ通り 24番地 2018年11月30日まで

女性
30代

シナリオ執筆、動画・舞台・ドラマ鑑賞、1人カラオ
ケ、宝塚(90年代)等

最近仕事以外で字を書いていない事が増えてきたので何年かぶり
に手紙を書きたくなりました。中学時代にペンフレンド募集コーナー
に掲載された時は毎日のように手紙を書いていた事を思い出しま
す。多趣味なので趣味が書ききれないのですが、(お試しコースで
の入会からではありますが)文通村を通じてたくさんの方とやり取
りしていけたらいいなぁと思います。どうぞよろしくお願いします。

ふわもこさん
お江戸通り 463番地 2018年11月30日まで

女性
20代

読書・文通・お散歩・写真・カフェでまったりするこ
と

はじめまして(◍ ´꒳` ◍) 25歳・既婚・2児の母(3歳11ヶ月男の子と1
歳9ヶ月女の子)・兼業主婦です(*˘ ˘*) 読書が大好きで、瀬尾まい
こさんと嶽本野ばらさんは大好物！笑 女性なら誰でも大歓迎です
ので、気になったかたはよろしくお願いします。
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陽子さん
きびだんご通り 60番地 2019年2月28日まで

女性
30代

万年筆、トラベラーズノート、紙モノ、文房具、デザインアー
ト、ミニマリスト、筆ペン、切手集め

こんにちは。ご覧いただきありがとうございます。万年筆で文字と
イラストを素敵だと思う便箋で丁寧にお送りします。一期一会を大
切に、少しの悲しいこともいっぱい嬉しいこと、熱意の覚めやらな
いことを聞かせてください。どなたでもウェルカムです。よろしく
お願いいたします。

メルシーさん
越前通り 16番地 2018年11月30日まで

女性
30代

パン屋巡り、ファッション

3児の母です。子育て真っ最中ですが、ファッションやお
いしいもの探しなど、好きなことをちょこちょこしてリフ
レッシュしています。いろんな年代、趣味の方とお話し
てみたいです。女性限定でお願いします。

こくてんさん
お江戸通り 98番地 2019年8月31日まで

女性
30代

読書、生涯学習、猫を愛でる、園芸

何年か文通から離れていました。しかし、やはり寂しさが募ります。
また文通をしたいと思い、村に再入村しました。英語の勉強をやり
直しています。いまは英検3級目指しています。それと漢検も3級
を受ける予定です。最近、漢字が出てきません（汗） 日々のこと
など、まったりゆったり文通できると良いです。よろしくお願いし
ます。

てるえさん
茶畑通り 103番地 2018年11月30日まで

女性
30代

読書 旅行 パン屋、カフェ巡り

はじめまして。私は現在育児休暇取得中の、4歳と1歳の姉妹の母
です。この貴重な時間に、育児だけでなく、昔から大好きな文通
も再開してみたいと思い村民になりました。日々の育児家事のこと、
旅行のお話、全国各地の素敵な場所のお話等々…皆さんと楽しく
お話できたらと思っています。女性の方からのお手紙、お待ちして
おります。

たころんさん
伊勢通り 40番地 2019年2月28日まで

女性
30代

音楽鑑賞（ROCK全般、EDM）、マステ・紙もの集め、野球
観戦、PCゲーム、100均巡り

文通初心者で字も下手ですが、趣味の事などお手紙でお話出来た
らと思い、初めて登録してみます。中日ドラゴンズファンなので中
日戦メインで観戦していますが、アンチ球団は特にありません。
旅先で買い集めた風景画のポストカードがたくさんあるので交換も
可能です。下手ですが何か作る事が好きで、おすそ分けファイル
を作ったり、100均素材でインテリアを作ったりしています。

ここさん
なにわ通り 236番地 2018年11月30日まで

女性
30代

簡単なハンドメイド、ドール、ペットのお世話、読
書

初めまして。 結婚三年目、子供のいない主婦です。 飼っている、
うさぎをとても可愛がっています。 ハンドメイドが好きです。ドー
ルが好きです。ウクレレを練習中です。百均の、セリアが特に好
きです。 基本、インドア派です。

ゆきっこさん
常陸の国通り 78番地 2019年2月28日まで

女性
20代

読書、漫画、ミュージカル、ショッピング、すみっ
コぐらし

はじめまして。文通歴はありませんが、文字を書いて相手とコミュ
ニケーションがとれる文通に惹かれ入村しました。夜勤もある仕事
の中、楽しいことなどを皆さんと共有していきたいです。ハガキ、
一筆箋でも気張らずにゆったりとした文通ができたら嬉しいです。
ゆっくりのペースになるかもしれませんが、よろしくお願いします。

あんこさん
かすていら通り 26番地 2019年2月28日まで

女性
30代

旅行 韓国ドラマ カラオケ 読書

昔、文通していたのですが、しばらくお休みしていました。 久しぶ
りにお手紙書きたくなって入村しました。 韓国ドラマ大好きで、毎
日、何かしら見ています★ 日常のたわいない事など、お手紙でお
話しできたらなぁ♪と思っています(๑╹ω╹๑ )

るるさん
お江戸通り 465番地 2019年2月28日まで

女性
20代

デザイン、お花の絵、映画、フィルム写真、紅茶、
おいしいものを食べる、文房具

お花や綺麗な風景など、感性を刺激するものがすきです。文房具
のデザイナーをしているので、お手紙にもっと触れたいと思いまし
た。おはなしするのが好きなので、好きなことでも、日々のこと
でも、楽しいお話ができればと思います。

ゆうきさん
越中通り 31番地 2018年11月30日まで

男性
30代

ペン集め、読書、音楽鑑賞、映画鑑賞

昔から字を書くのが苦手でしたが、とある機会があり文章を書くこ
とに興味を持ちました。今は美文字を目指して練習中です。最近
はいろいろなペンを集めるのが好きで、軽く文具沼にはまっていま
す。 いろいろな人と文通できたら嬉しいです。
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鈴音さん
杜の都通り 75番地 2019年2月28日まで

女性
20代

読書、音楽鑑賞、散歩、空を見ること、小動物、猫、ファッ
ション、アクセサリー、図書館、文通

鈴音(すずね)です^ ^ 手紙から感じる温もりを思い出しふみびとに
なりました。日々の出来事や感じたこと、読んだ本のこと、悩み事
など色々なお話ができたらと思います。 本を左手にそしてペンを
右手に365日過ごしています。年齢 性別 国籍 病気障害の有無は問
いません。お手紙お待ちしております(*´∀｀*)

もーさん
六甲通り 157番地 2018年11月30日まで

女性
30代

海外ドラマ、DVD鑑賞、狼やワシ、タカ、手芸

海外ドラマは刑事ものが特に好きです DVDは、邦画、洋画どちら
ともよく観ます 狼は、一緒に暮らしてみたいとおもったほど、生態、
趣が好きです 手芸は、マスコットやぬいぐるみなどを創ることです
年齢、性別問わず、楽しく文通ができたらと思います よろしくお願
いします

よつばさん
お江戸通り 466番地 2019年2月28日まで

女性
40代

ゴルフ、文房具、手帳

はじめまして。子供の頃から憧れていた文通のサービス
を知り入会しました。ほっこりとしたやりとりができれば
嬉しいです。

あずみさん
ちゅら海通り 31番地 2019年2月28日まで

女性
30代

読書　断捨離　ドライブ　本屋巡り　音楽（洋楽・K-POP・
クラシックなど）うたた寝　旅行

子供の頃から文通が好きで、また手紙を書きたい・読みたいと思い
立ち入村しました。四男一女を子育て中の専業主婦です。女性の
方限定で、既婚未婚・子ども有無・年齢問わず、趣味の話、日常
の他愛もないことなど色んな話をしませんか？お手紙お待ちして
おります。

ともさん
信玄通り 15番地 2018年11月30日まで

男性
20代

のんびり パン作り ゲームとかとか 図書館巡り カラ
オケ 英語 どうでしょう

手書きの文字や綺麗な便箋。ゆっくりのんびりお手紙でもを書き
たいな、とそんな気持ちです。片田舎の大学で研究室生活を送り
つゝ、仲間と飲んだり空いた時間に趣味を楽しんでいます。仲良く
なれたらいいなと思うので、誰でも気軽にお話しましょう( ¨̮ )

モコさん
伊勢通り 41番地 2018年11月30日まで

女性
50代

旅行 、食べ歩き、リサイクル、メルカリ、ラクマ

はじめまして。もう還暦に近いおばちゃんです。でも、結婚が遅く、
新婚4年目です、笑笑。 旦那様と旅行、食べ歩きを楽しんでます。
ただ今、パソコン教室に通い始めました。基礎からで、面白いで
す。 切手を集めるのが、趣味です。いっぱいたまってきたので、
使いたくて、入会しました。よろしくお願いいたします。

はるるさん
どさんこ通り 163番地 2018年11月30日まで

女性
30代

同人便箋.マステ.文房具集め、漫画アニメ、音楽鑑賞、野球.
プロレス観戦、カメラ、文通

こんにちは。 1つでも当てはまる方是非。 中学生や高校生の時は
何通も文通していて、今更文字が書きたい病になっています。 プ
ロレス、野球、カメラは初心者にわかです。お手柔らかにお願い
したいです。 漫画、アニメ、野球、プロレスは好きな漫画タイト
ルや野球チーム、選手の名前等書いていただけると幸いです。

しらさぎさん
うつくしま通り 46番地 2019年2月28日まで

女性
30代

読書、ＤＶＤ鑑賞、日記を書く、文房具を眺める、本屋を
ぶらつく、神秘的なものに癒される

ゆっくりとした時間を過ごすのが好きです。30代、独身ライフを楽
しんでいます。 そんな毎日の生活に、「手紙を送り、手紙を待つ」
というスパイスを取り入れたいと思いました。 年齢性別問わず、
趣味に限定せず、日常の何気ないことや、好きなもののこと、直
感でなにかピンと来た方など、様々な方と手紙を通してお話しあえ
たらと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。

だんぼさん
お江戸通り 467番地 2018年11月30日まで

女性
20代

料理、美術館めぐり、水彩画を描く、読書、映画
鑑賞、音楽

はじめまして、だんぼです。集めた可愛いレターセットを使ってみ
たくて、応募しました。それにお手紙が届くと郵便受けが宝箱にな
るんじゃないかと思って、文通するのが楽しみです。知らないこと
沢山知りたいです。宜しくお願いします。好き:新レシピ開拓、現
代美術、独学で水彩画描く、科学･哲学･宗教などの本(小説は川上
弘美)、ジャズ･トロンボーン･アリシアキーズなど

はらさん
彩の国通り 212番地 2019年8月31日まで

女性
20代

漫画、アニメ、カメラ、ライブ、YouTube、海外
ドラマ

はじめまして。色んな方と文字のやりとりがしたく文通村に登録し
ました。漫画、アニメ、海外ドラマはThe Walking Deadが好きで
す。休日はライブ(パンクや邦ロック)に行ったりカメラ持って出か
けたりします。皆さんどうぞよろしくお願いします。
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きらりんさん
お江戸通り 468番地 2019年2月28日まで

女性
30代

手帳、海外ドラマ鑑賞、シール、マステ、紙もの、
カラフル雑貨、オシャレ、美容

子供が2人います。お手紙はお一人お一人へ丁寧に書きます。1番
好きな事は手帳をマステやシール、スタンプなどでデコって日記を
つける事です。便箋や封筒などもデコった物を使用します。趣味
の合う方と文通ができたら嬉しいです。

リコさんさん
お江戸通り 469番地 2018年11月30日まで

女性
60代

旅行、読書、演劇鑑賞、アニメ、漫画、ヨガ

だいぶまえからネット小説を読むのにハマッています。漫画、アニ
メも大好きで、チョット、いや、ドン引きされそうなくらい？、の
オタクです。それでも週に2回はヨガやウォーキングをして、健康
に気を配るよゐこです。

燈さん
越後通り 56番地 2018年11月30日まで

女性
20代

読書、ゲーム

はじめまして！燈(ともしび)です。 最近、会社と家の往復で新しい
交流がめっきり減ってしまい…そうだ、文通しよう！ と思い立ち入
会致しました。 食卓一期一会という詩集がお気に入りです。 乙ゲー
(剣が君)もたまに遊ぶオタク？ですがよろしくお願いします。

ノエルさん
相模ハマっ子通り 190番地 2019年2月28日まで

女性
40代

カフェ、雑貨、文房具、ポストカード、紅茶、花、美術館、
博物館、クラシカルな建物、映画、音楽

毎日、一杯のお茶を丁寧にいれるように日々の暮らしをたいせつに
しながら、旅をするような新鮮な気持ちで、季節の香りや今日を
味わいたいと思っています。時の流れや物語を感じるもの・こと・
場所が好きです。日々の中で見つけた喜びやしあわせ、好きなも
の・ことなどを小さな贈り物にして分かち合うように、あたたかく
心たのしくなるようなお手紙のやりとりをできたら嬉しいです。

はなさん
お江戸通り 470番地 2018年11月30日まで

女性
20代

カラオケ、ゲーム、語学、カフェ巡りなど

学生時代に文通をしていました。 文通を懐かしく思い また文通し
たいなと思って入会しました！ 娘と旦那がいます。 仕事は介護の
仕事をしています^ ^ 仕事の事や子育ての事、たわいのない話など
いろんな話をしたいと思っていますのでよろしくお願いします！

むむむさん
琵琶湖通り 27番地 2018年11月30日まで

女性
20代

銭湯に行く、美味しいものを食べる、好きな物を見つけに出
掛ける、ラジオを聴く(FM802)

一人暮らしを始めて、空のポストを確認する度に誰かか
ら手紙でも入ってたらな〜と思い登録しました。 字も文
も得意ではありませんが、文字を書く事は好きです。 ゆっ
くり、気ままに文通したいと思っています。

かなちゃんさん
お江戸通り 472番地 2018年11月30日まで

女性
20代

音楽鑑賞、カフェ巡り、読書、料理、お菓子作り、
散歩、運転、ハンドメイド

手紙を書くことが好きなので登録しました。ロック系の音楽が好き
で、特に好きなのはtheHIATUS、スピッツ、BUMPです。その他
何かを作ることやカフェに行くことが好きです。趣味の合う方はも
ちろんですが、文通を通していろいろな世界を知ることができたら
嬉しいので趣味の違う方ともやり取りできたらと思っています。男
女は問いません。よろしくお願いします。

承mamaさん
平城京通り 46番地 2018年11月30日まで

女性
30代

雑貨･ﾏｽﾃ･文房具集め、楽器(ﾋﾟｱﾉ･ﾌﾙｰﾄ)、ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ

色々な地域、世代の方と交流できたらと思います。便箋
や封筒をﾏｽﾃやｼｰﾙで飾ったりしますが、苦手な方は合わ
せます。何でもお話できる方とお会いできる事を楽しみ
にしていますので、よろしくお願いします。

ヤマセミさん
どんたく通り 127番地 2018年11月30日まで

男性
20代

旅行、登山、読書、折紙

初めまして。 趣味は映画鑑賞や読書、折紙など。釣りや登山みた
いなアウトドアなことも好きです。 日常の話、趣味の話など、ゆっ
くり無理のないペースでお話できたらと思っています。 お返事お待
ちしております。

こけみどさん
彩の国通り 213番地 2018年11月30日まで

女性
30代

猫と過ごす、文房具屋さん巡り、音楽鑑賞、映画
鑑賞、刺繍、編物

はじめまして、こんにちは。会社員、夫婦共働きで猫一匹と暮らし
ています。今は観葉植物と色彩検定に興味があります。 文通を通
じて、毎日を大切に過ごせたら素敵だなぁ…と思い始めてみました。
日常の何気ないふとした出来事を中心に、幅広く皆様とゆったりお
話してみたいです。初めての挑戦でドキドキです。お便りお待ち
しております。
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レモンうさぎさん
伊勢通り 42番地 2019年2月28日まで

女性
20代

TRPG、ダンス、読書、小説を書くこと、空を眺め
ること

はじめまして。文通に憧れて登録しました。PELIKANの万年筆や
三菱鉛筆でちょっとした話を書くのが好きです。日常のことや季節
のこと、他にもいろんなお話ができたらうれしいなと思っています。
できるだけ丁寧に書けたらと思います。どうぞ、よろしくお願いし
ます。

かのこさん
ねぷた通り 28番地 2019年2月28日まで

女性
40代

手芸、料理、庭いじり、文房具集め、字を書くこと

夫と、3人の息子との5人家族です。手芸が大好きで、今は特にち
りめんのつるし飾りやこぎん刺し、消しごむはんこ作りにハマって
います。年代を問わず、日々の暮らしの中の何気ない事、時には
辛い事、悩み事、何でも気楽にお話し出来たらうれしいです。ど
うぞよろしくお願い致します。

井の中の蛙(かわず)さん
古都みやび通り 92番地 2019年2月28日まで

男性
50代

読書、音楽鑑賞、文通

お初どす。京都生まれの京育ち、40代～50代を行ったり来たりの
バツ2、独身。現在、病気療養中。これまで沢山の人と文通をして
来ました。貰って嬉しいのが手紙。未知の人と手紙を通して心に潤
いのある人生をと切望しています。宜敷お願い致します。


